
地区内の⾼齢化、過疎化の
進⾏を受け、平成18年川⻄
地区５集落で組織された住
⺠組織「川⻄⾃治連合会」
が積極的な⾃治活動を⾏い
、全住⺠へ⾏ったアンケー
トをもとに地区の将来ビジ
ョンを策定した。

取組のきっかけ

取組の成果・
今後の展望

組織・取組の発展プロセス（活動当初から農林漁業の振興と⽣活⽀援等の両⽅の取組を実施）

農産物直売所、農家レス
トラン、コンビニ、地域
内交通システムが集約す
る⼩さな拠点「川⻄郷の
駅」がオープン

平成29年 
川⻄郷の駅オープン

将来ビジョンに⽰された⼩さな
拠点「川⻄郷の駅」の整備に向
け⾃治会内に拠点づくり専任組
織を設置し、住⺠⾃らが地域づ
くりを⾏う体制を整え、現在も
活動。

平成19年 将来ビジョ
ンの具体化に向けた取組

基 本 情 報
組織名 株式会社川⻄郷の駅
連絡先 0824-69-2526

所 在 地 広島県三次市三若町2651-1
視察の受⼊ 可能（有料）ホームページから申し込み

URL:https://kawanishi-satonoeki.com/
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⾃治連合会内に「川⻄郷の駅
づくり推進委員会」を組織、
「組織運営」「サービス」
「物販」の３部会を設置

平成24年 川⻄郷の駅
づくり専任組織の設置

国⼟交通省の「集落地域
における「⼩さな拠点」
づくりモニター調査」

農林⽔産省の「農
村集落活性化⽀援
事業」を活⽤

農家の⼥性を中⼼に⽉1回の軽
トラ朝市や周３回のさわやか市
など、川⻄郷の駅実現に向けて
地域住⺠のムードを盛り上げる
活動を実施。

平成22年 27年 川⻄郷
の駅整備に向けた機運醸成

拠点の枠組み構築や集
落地域における⽣活サ
ービス、地域活動の実
態把握、住⺠ニーズの
把握などを実施。

平成25年
モニター調査の実施

地域マネジメントにより⽣活
インフラが確保され、移住者
の増加とそれによる地域活動
の担い⼿の増加、⾼齢者を含
めた地域住⺠の安⼼な⽣活の
確保などの効果も出ている。

川⻄郷の駅では、従業
員３３名が雇⽤され、
うち２８名は３０歳代
以下で地域マネジメン
トの担い⼿として活躍
している。

地域ではコンビニやATMが求め
られており、川⻄郷の駅でボラ
ンティアをしても良いと考えて
いる住⺠も多いことを把握

川⻄郷の駅の整備に向けて地域住
⺠主体のビジョンの作成や地域の
維持活性化を図る体制構築、実践
活動を実施。

平成27年 令和元年度
川⻄郷の駅整備に向けた取組

地区の約8割の世帯が出資し
て地域マネジメントを⾏う
複合型事業体「株式会社川
⻄郷の駅」設⽴。

平成26年
株式会社川⻄郷の駅設⽴

地域住⺠960 万円、地元企業1,162 
万円、地元出⾝者他111 万円の出資

ビジョンの構想図

交流イベント（スカイランタン）



川根振興協議会（広島県 安芸⾼⽥市）

過疎化・⾼齢化が進⾏する中、⾏政に依存せず⾃らの⼒で地域を
守ろうと全⼾加⼊の⾃治組織を⽴ち上げ、様々な地域活動を展開。

交流拠点施設の運営、イベント開催、若者定住向け借家制度、住
⺠募⾦による福祉活動、JA撤退後の店舗とGSの経営、農地保全と
担い⼿づくり、農産加⼯、地域交通の運⾏等、住⺠主体の地域経営
で誇りと⾃信をもって住み続けられるふるさとづくりを実践。

15

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

川根地区は安芸⾼⽥市の北端、江の川の上
流地域で、19の集落で構成。かつて２千⼈以
上いた⼈⼝は400⼈程度に減少し、⾼齢化率
は50%。

昭和40年代からの深刻な過疎化、住⺠の価
値観の変化や⾏政依存の傾向の中、「⼼の過
疎」からの脱却を⽬指し、地域で「⾃分たち
がどう⽣きるか」を追求して取組を展開。

体制図

経済・交流活動

中学跡地活⽤に参画し⾏政と住⺠の出資
で研修宿泊施設ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ川根を運営す
るほか、ほたるまつりin川根を開催し環
境保全と経済循環を促進。
福祉活動、住宅整備

地区農地の一括保全・管理

生活サービスの確保

法人化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
自立

女性・若
者の活躍

概 要

1⼈1⽇1円募⾦による⾼齢者訪問活動や
ｻﾃﾗｲﾄ型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽを実施。⾏政と連携し
借家制度「お好み住宅」で地域の担い⼿
を外部から確保。

19集落⼀括して中⼭間直払の協定を結
び農地全体をまとめて管理。
基盤整備を⾏い、「農事組合法⼈かわ
ね」を設⽴して農地を集約利⽤。

撤退したJA商店とGSを「万屋」「油
屋」として全⼾出資の下に引き継ぎ
運営するほか、地域交通「もやい便」を
市の業務委託を受けて運⾏。

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ川根は年間約4
千⼈が利⽤。ほたるまつ
りには年間5千⼈が訪ず
れ交流が地域経済循環に
繋がる。

地域に包まれて⽣活でき
る環境を実現。お好み住
宅23棟に70⼈以上が⼊
居し⼩学校児童の半数を
占める。

農事組合に178⼾が参加
し60haの農地を集積(平
成20年度)。協同組合を
⽴ち上げゆず加⼯品づく
りにも取り組む。

万屋・油屋は20年地区
の店として愛されてい
る。もやい便で通学通勤
や⾼齢者の買物通院等の
利便性が向上。

綜合開発企画室

諮問機関

市会議員/学識経験

顧問

川根土地改良区

農事組合法人かわね

会長/副会長/部長
/副部長/事務局/
行政区代表委員

役員会

会長/副会長/総務部長
/関係部長/事務局

三役会

総 務 部
農林水産部
教 育 部
文 化 部
女 性 部
ふれあい部
体 育 部
開 発 部

部会

各行政嘱託員(区長)
民生委員代表
若者代表

保小中保護者代表
川根水産代表
企業代表
商工会代表

地区農業委員代表
女性会代表

川根柚子協同組合
エコミュージアム川根

委員総会

川根振興協議会

かわねしんこうきょうぎかい あ き た か た し

広島県
安芸⾼⽥市

資源管理
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＜活動の規模＞⼩学校区

＜組織形態＞⼀部分離型



〇集落で格差が出ないよう
全集落⼀括で協定を締結。
〇現在は、農事組合法⼈か
わねで農地全体をまとめて
管理。

取組のきっかけ

〇昭和40年代に過疎化、
⾼齢化が進み、地域維持
への危機感から住⺠が⾃
治組織を昭和47年に⽴ち
上げ活動開始。
〇直後の7⽉、豪⾬災害
で壊滅的被害を受け住⺠
⾃ら復旧に当たる中で団
結を強め、昭和52年には
全⼾が加⼊・出資する組
織となる。

取組の成果・
今後の展望

〇住⺠⾃ら地域運営に取
り組み約半世紀。地区の
⾼齢化率は平成11年以降
20年間横ばい。
〇市は本協議会の成果を
参考に、全市的に地域振
興組織の仕組みを導⼊。
〇今後は交流の促進から
⼆地域居住への対応、地
域⼒・地域連携の強化、
経済活動を通じた地域活
性化と福祉活動の推進を
図っていく。

〇協議会が⾃然環境と
農村景観を⽣かし活性
化を図る将来構想図
「川根夢ろまん宣⾔」
を作成。(平成3年)
〇構想の⼀環として中
学跡地に宿泊交流施設
「ｴｺﾐｭー ｼ゙ ｱﾑ川 根 」 を
⾏政が整備し協議会に
より運営を開始。(平
成4年)

〇安⼼して住める地域
づくりのため、1⼈1⽇
1円募⾦を財源に⾼齢者
の訪問活動を開始。
〇環境保全と交流推進
に向け「ほたるまつり
in川根」を開催。

〇柚⼦振興会に
より柚⼦栽培を
進 め 、 平 成 24
年に川根柚⼦協
同 組 合 を 設 ⽴
し、柚⼦加⼯品
の製造・販売を
推進。

農⽔省事業によ
り加⼯場整備

組織・取組の発展プロセス（⽣活⽀援等の取組から農林漁業の振興の取組に活動を多⾓化）

平成4年
ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ川根ｵｰﾌﾟﾝ

平成5年
地域福祉活動

ほたるまつり開始

平成20年
農事組合法⼈
かわね設⽴

平成24年
柚⼦協同
組合設⽴

基 本 情 報
組織名 川根振興協議会 所 在 地 広島県安芸⾼⽥市⾼宮町川根1973番地
連絡先 川根振興協会事務局（エコミュージアム川根内）TEL 0826-58-0001 視察の受⼊ 可（受⼊条件 資料代500円 等）

昭和55年 
中学校

統廃合問題
〇協議会内で８
年間議論。昭和
63 年中 学廃 校
を受け⼊れ。
〇代わりに新た
な地域⽂化の拠
点づくりを⾏政
に提案。

〇 平 成 13 年  
19年に地区内約
120haの農地基
盤整備を実施。
〇平成20年に農
事組合法⼈かわ
ねを設⽴し、地
区内農地を集積
しつつ⾼齢者の
⽣きがい農業も
⽀援。

平成11年 お好み住宅⼊居開始
〇若者定住に向け、
「お好み住宅」を地
域提案により⾏政が
整備し⼊居開始。

平成12年 中⼭間地域
等直接⽀払制度の開始

平成12年 万屋、
油屋運営開始

〇平成11年にJAが⽀
所店舗とGS廃⽌を決
定。
〇1世帯当たり千円を
出 資 し 「 万 屋 」 、
「油屋」として地域
で営業を引継ぎ。

平成21年
かわね

もやい便運⾏
〇バス便廃⽌に
伴い、住⺠の⽣
活実態に合わせ
たｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
「かわねもやい
便 」 を 運 ⾏ 開
始。

年間約4千⼈が利⽤。
地元住⺠16名の雇⽤
を創出(令和元年度)

農⽔省の中⼭間
直払制度の活⽤

農⽔省の担い⼿育成基
盤整備事業の活⽤

毎年約5千⼈が来場

平成10年
川根農地を守る会設置

〇川根全域の農地保全のため、
川根農地を守る会※を設置。基
盤整備・集約化に向け合意形成
等を推進｡(※平成15年⼟地改良区に再編)

平成15年
ｻﾃﾗｲﾄ･

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ開始
〇協議会がﾃﾞｲｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰからｽﾀｯﾌ
を呼び地区内施
設で⾼齢者へﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽを実施。

利⽤者20名
(令和元年度)

23棟に⼊居者
約70名

柚⼦加⼯品販売
額3,500万円
(令和元年度)
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地域の環境保全と産業振
興に貢献。段々畑の観光
は38団体288名の観光客
を受け⼊れ（平成
30年）。

地域協同組合無茶々園（愛媛県 ⻄予市）

⻘年農業者による有機農業活動を出発点とし、現在は漁業者と連携した漁
業振興や地域環境保全、⼥性が活躍する⾼齢者への介護事業等の分野に多⾓
化し雇⽤の場を創出。

農事組合法⼈で扱えない事業を展開するため、株式会社等の会社を設⽴す
るとともに、各法⼈を「地域協同組合無茶々園」が事務局として統括し、協
同労働の理念をもとに、社員が意⾒を出し合いながら事業を運営している。
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地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

リアス式海岸と急峻な⼭々に囲まれた狩江地区
は、⽯灰岩を⽯積みした段々畑でのかんきつ栽培
と宇和海での養殖を中⼼とする漁業が主な産業。
65歳以上の割合は47%で⾼齢化が進⾏。

無茶々園では有機農業の仲間を拡⼤し産直の販
路拡⼤に取り組む中で、⽣産者と都市⽣活者との
つながりを強め、環境活動や地域活動にも取組を
拡げており、⼈⼝減少が進む中、地域⾃給と事業
推進による⾃⽴したモデルを構築し、地域づくり
まで事業化することが課題。

体制図

有機農業と産直販売の推進

国内有機農業の先駆けとして、農事
組合法⼈化、柑橘栽培での品質管理
の徹底、加⼯品等のブランド化、産
直拡⼤に取り組む。

新規就農者の育成・確保

女性が活躍する福祉活動

漁業者との連携、観光事業

法人化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
自立

女性・若
者の活躍

概 要

研修実施組織を設⽴し海外からも含
めた研修⽣を育成するともに、⼤規
模農場による有機農業の実践に取り
組み、若⼿を積極的に活⽤。

婦⼈部のホームヘルパー養成の取組
を基に、福祉事業へ参⼊するため法
⼈を設⽴し介護事業所を開所。⼥性
有志の会で配⾷サービスも展開。

無茶々園の園地は狩浜地
区の約７割に拡⼤、産直
個⼈会員は約1万⼈、農
業産出額は９億円超に成
⻑(令和元年)。

３施設で約60名のヘル
パーが活躍。農業と連携
し⾼齢者の介護予防と⼿
仕事の提供に貢献（令和
元年）。

農事組合法人
無茶々園

◆柑橘生産

株式会社
地域法人
無茶々園
◆販売等の
総務部門

有限会社てんぽ印
※旧ﾌｧｰﾏｰｽﾞ
ﾕﾆｵﾝ北条

◆大規模農場の
運営

株式会社
百笑一輝
◆福祉事業

地域協同組合無茶々園（４法人等をまとめる事務局：任意団体）

四国エコネット
◆柑橘の有機栽培等
を行う仲間を組織化

ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾕﾆｵﾝ
ﾍﾞﾝﾁｬｰ

◆海外事業展開

西日本
ﾌｧｰﾏｰｽﾞ
ﾕﾆｵﾝ

西日本有機
農業生産者
協同組合

連携

研修⽣のうち26名が農業
で活躍。計25haの⼤規模
農場で９名の研修⽣が若
い担い⼿として活躍（令
和元年）。

漁業者と連携して⼭と海の環境保全活
動の実践、真珠や⽔産物の加⼯・販売
に取り組むほか、旧⼩学校舎を拠点に
活⽤し段々畑の観光等に取り組む。

海の生産者
◆生産・加工
環境活動

連携連携

愛媛県
⻄予市

資源管理

ちいききょ うどう くみあいむちゃちゃえん せ い よ し
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＜活動の規模＞
⽣産活動の範囲は中学校区
地域づくりに取り組む範囲は旧⼩学校区

＜組織形態＞分離型



無茶々園の婦⼈部
と し て 「 な んな
会」が発⾜。環境
改善、⽣活改善の
活動を開始。
平 成 7 年 か ら は
ホームヘルパー講
座でヘルパーを養
成。

取組のきっかけ

昭和47(1974)年、現代
農業に疑問を持つ⻘年
農業者３名が、狩江地
区で15ａの農地を借り
「無茶々園」と名付け
伊予柑の有機栽培を開
始。

取組の成果・
今後の展望

〇地域⾃給と事業推進
による⾃⽴したモデ
ルを構築し、地域づ
くりまで事業化する
ことで若い家族の定
住促進に繋げていく

〇都市、世界とつなが
り無茶々園のモデル
を拡げていく

消 費 者 と の
意 ⾒ 交 換 会
の様⼦

松⼭市の⾃然⾷品店の協⼒
で「無茶々園」ブランドの
伊予柑を初めて期待の価格
で販売(昭和52年)。
有機農業の取組がマスコミ
に紹介され⼀躍全国に認知
(昭和53年)。

かんきつ⽣産を⾏
う「農事組合法⼈
無茶々園」を設⽴
して法⼈化。 農産物、ブランド加⼯品

や⽔産物の販売等を⾏う
総務部⾨を担う「株式会
社地域法⼈無茶々園」を
設⽴。

福祉事業に参⼊す
るため「株式会社
百笑⼀輝」を設⽴
し、介護事業所を
３か所開所。

地元漁業者との連携

⽣産者会員数64名
栽培⾯積56ha
に拡⼤(昭和63年)

組織・取組の発展プロセス（農林漁業の振興の取組から⽣活⽀援等の取組に活動を多⾓化）

昭和52年 53年
無茶々園有機農業の認知

平成元年
農事組合法⼈
無茶々園設⽴

平成5年 株式会社
地域法⼈無茶々園設⽴

基 本 情 報
組織名 地域協同組合無茶々園 所 在 地 愛媛県⻄予市明浜町狩浜2-1350 URL:https://www.muchachaen.jp/
連絡先 株式会社地域法⼈無茶々園 TEL 0894-65-1417 視察の受⼊ 可（受⼊条件 資料代５００円 要相談）

昭和58年
なんな会発⾜

「有限会社ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾕﾆｵ
ﾝ北条」を設⽴し、⼤
規模農場による有機農
業に取り組む。

平成10に研修センターを設
置し、平成11に研修実施組
織「ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾕﾆｵﾝ天歩塾」を
設⽴し農業研
修⽣を育成。

平成13年 有限会社
ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾕﾆｵﾝ北条設⽴

平成10年 11年
研修⽣育成開始

組 織 運 営 の た
め、既設３法⼈
等から役員を選
出し「地域協同
組合無茶々園」
を設⽴。現在は
４法⼈を統括。

福祉事業での⼥性活躍

〇四国ジオパーク認定を
受け、段々畑のガイド
育成、コース設置を⾏
い観光客を受⼊れ

〇平成28年から旧⼩学校
舎の運営を受託。事務
所を移し地
域活動拠点
とし活⽤

交流・観光事業の実施

これまでに137⼈を養成

平成25年
株式会社百笑

⼀輝設⽴

⼊所施設20部屋
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利⽤者は
約80⼈(令和元年度)

平成16年 地
域協同組合無
茶々園設⽴

平成26年 
交流から観光事業へ、

旧校舎活⽤

38団体288名の
観光客受⼊
（平成30年度）

明浜地区会員数73名
栽培⾯積110ha
に拡⼤(平成23年)

農家⼥性がてんぽ
家(配⾷ｻｰﾋﾞｽ)設⽴
(平成21年)

四国エコネット
を組織(平成18年)
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株式会社⼤宮産業（⾼知県 四万⼗市）

株式会社⼤宮産業は、ＪＡの撤退に伴い、地域の⽣活を守るため
給油所と⽇⽤品の店舗の継続に向け、約８割の世帯が出資し、平成
18年５⽉に設⽴された。住⺠がつくった会社として、住⺠ニーズ
を汲み取る取組に努め、売上げが⼤幅に増加し、平成25年に⿊字
化を達成した。

17

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

四万⼗市は、⾼知県南⻄部に位置し、旧
中村市と旧⻄⼟佐村が平成17 年4⽉に合併
し誕⽣した⼀部過疎地域である。

⼤宮地区は３集落で構成され、昭和５０
年から⼈⼝減少・⾼齢化が進んでおり、⼤
宮地区で唯⼀⽇⽤品やガソリン等を販売し
ていた JA出張所の廃⽌に伴い、地域の⽣活
を守るため、その購買事業等を引き継ぐ必
要性に迫られた。

体制図

大宮地域振興協議会

ライフラインの維持
⽣活必需品の販売や給油所
の運営など、住⺠の⽣活を
守るライフラインを維持。

「大宮米」のブランド化

住民ニーズの汲み取り

宅配サービス・見守り事業

概 要

株主でもある住⺠の声を経営に反映させ
るため、各世代の代表からなるアドバイ
ザー会議を設置。

四万⼗市の学校給⾷へ提供
するほか、通信販売などで、
市内外へ販路を拡⼤。

住⺠との対話により各年
齢層のニーズを反映した
運営。

会員：地域住民等 ・大宮分館
・各地区
・各会
・各集落協定

地域内組織

・（株）大宮産業
・ＮＰＯいちいの郷
・（農組）大宮新農
業クラブ

地域内団体

連携

連携

JA の撤退に伴い、地域の⽣活を守るため
給油所と⽇⽤品の店舗の継続に向け、約8
割の世帯が出資し、株式会社を設⽴。

⼤宮地区で採れる⽶を減農薬栽培による
「⼤宮⽶」としてブランド化し、「地産外
商」を推進。

農繁期や買い物に⾏けない⾼齢者に向け、
週１回の燃料配達から始め、週２回の宅
配サービスを開始。

現在は、毎⽇の宅配サー
ビスの他、⾼齢者を⾒守
り、⽀える役割も果たす。

顧問 役員会

委員会

各

部

会

（委員）
・分館長
・各行政区地区代表
・各部会長
・いちいの里代表
・大宮産業代表
・大宮新農業クラブ
代表 など

資源管理

⾼知県
四万⼗市

おおみやさんぎょう し ま ん と し

法⼈化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
⾃⽴

⼥性・若
者の活躍
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＜活動の規模＞
中学校区⼜はそれより広い

＜組織形態＞分離型



取組のきっかけ

⼤宮地区は３集落で構成さ
れ、昭和５０年から⼈⼝減
少・⾼齢化が進んでおり、
⼤宮地域で唯⼀⽇⽤品やガ
ソリン等を販売していた
JA出張所が平成１７年に廃
⽌されることとなり、地域
の⽣活を守るため、その購
買事業等を引き継ぐ必要性
に迫られた。

取組の成果・
今後の展望

○⼤宮地区の約８割
の世帯が出資し、
株式会社⼤宮産業
を設⽴

○地域の課題解決の
ための取組を実施

⽣活必需品の販売

組織・取組の発展プロセス（⽣活⽀援等の取組から農林漁業の振興の取組に活動を多⾓化）
平成18年５⽉
⼤宮産業の設⽴

基 本 情 報
組織名 株式会社⼤宮産業 所 在 地 ⾼知県四万⼗市⻄⼟佐⼤宮1578 URL:なし
連絡先 （電話）0880-53-2100（FAX）0880-53-2102 視察の受⼊ 可能（資料代 1,000円／１部）

ＪＡの撤退により存続
が危ぶまれた⽣活必需
品の販売店舗、給油所
の運営などの事業を⼤
宮産業が継続し、ライ
フライン機能を維持。

平成18年~
ライフラインの維持

各世代の代表からな
るアドバイザー会議
を⼤宮産業に設置し、
住⺠のニーズを反映
した運営。

アドバイザー会議年１度の株主総会⾼知県の地域づくり⽀援
事業費補助⾦などを活⽤。

平成18年 地域
コミュニティの活性化

○宅配サービスは、⾼齢
者を⾒守り、⽀える役
割も果たす

○⼟曜夜市や感謝祭のイ
ベントの開催は、地域
内外の交流に寄与

宅配サービスの様⼦
【感謝祭の開催】

○地域の内外から、⼈々が集まる

店舗内に談話スペース
を設け、地域コミュニ
テ ィ の 活 性 化 に も 寄
与。

平成25年 地域
農産物のブランド化

「⼤宮⽶」のブラン
ド化による「地産外
商」を推進。

四万⼗市の学校給⾷
で⼤宮⽶を提供。

平成17年 農協事業
継承委員会を設⽴

住⺠の代表８名が中⼼
となって農協事業継承
委員会を設置。ＪＡ出
張所の事業を引き継ぐ
ために先進地事例視察
や勉強会を重ね、
運営⽅法等について具
体策を検討した。

平成25年 ⼤宮地域
振興協議会の設⽴

⼤宮産業だけでなく、
地域の各種団体・住
⺠を巻き込み協議会
を設⽴。地域全体で
集落維持に向けた取
組⽅策を検討し、⼤
宮地域振興総合プラ
ンを策定。

平成18年 住⺠
ニーズの汲み取り

平成25年
⼤宮集落活動センター

「みやの⾥」設⽴⼤宮産業を中⼼とした集
落維持の仕組みである集
落活動センターをもとに
して、地域内外の情報発
信、交流⼈⼝の拡⼤を図
り、持続可能な地域運営
を⽬指す。

⾼知県集落活動センター推
進事業費補助⾦を活⽤。

総務省の事業を活⽤。
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県や市のサポートを得な
がら、⼤宮地域振興協議
会を運営主体とする集落
活動センターみやの⾥を
設⽴。
観光交流活動、庭先集荷
など、地域の課題解決の
取組を拡⼤した。



連携

⽥舎の体験交流館さんがうら運営委員会（熊本県 球磨村）

⽥舎の体験交流館さんがうら運営委員会は、各区⻑、⼥性代表、
棚⽥保存会等で構成され、⽥舎の体験交流館さんがうらの運営のほ
か、地域資源の魅⼒発信や体験プログラムの開発等⼭村空間の商品
化に取り組み、地域イベントや各種体験等の開催を観光協会や⼤学
等と連携して実施し、地域の活性化に繋がっている。

18

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

三ヶ浦地域のある球磨村は熊本県の南部
に位置し、⽇本三⼤急流のひとつ「球磨川」
や九州最⼤級の鍾乳洞「球泉洞」をはじめ、
⽇本棚⽥百選の「松⾕棚⽥」等の観光資源
を有しているが、村の総⾯積の約９割を森
林が占め、農林業が主産業である。

過疎化・少⼦⾼齢化のなか、農業は⼭間
地の急傾斜地にある棚⽥や段々畑が舞台で
あり、零細・⼩規模経営農家が多数を占め
る。林業においても⽊材価格の低迷によっ
て⼭林経済の疲弊が⻑く続いている。

体制図

各区長及び女性代表

有識者 施設代表

球磨村棚田保存会

農林業体験メニューの開発・実践、情報発信
地域資源の観光コンテンツ化

宿泊・飲⾷業をベースとしながら様々な体
験等メニューを開発・実践。⼭林空間の魅
⼒等をSNS等で発信。熊本市内の複数の
⼤学と連携して⼭林空間の商品化と観
光コンテンツ化に取り組んでいる。

棚田オーナー制度による棚田景観の保全

集落サポートの展開

交流体験イベントへの地域ぐるみの支援

地域団体（消防団等）

概 要

球磨村

球磨村観光協会、東海大学、熊本県立大学、熊本学園大
学等、（株）球磨村ふるさと振興公社、一般社団法人くまむ
ら山村活性化協会 など

田
舎
の
体
験
交
流
館
さ

ん
が
う
ら
運
営
委
員
会

⽇本棚⽥百選に選定されている松⾕棚⽥
の再⽣・保全のため、棚⽥オーナー制度
を開設。

⾼齢世帯への⾒守りを兼ねて、交通弱
者、買い物弱者への⽀援として、弁当配
達や⽣活⽤品等の移動販売を開始。

つるし柿づくり、どんどやなどの体験交
流イベントへの地域ぐるみの⽀援によっ
て、⾼齢者や⼥性等の活躍の場を確保。

宿泊者数1,160⼈、⾷事利⽤
者3,746⼈、体験イベント参
加数1,482⼈（いずれも令和
元年の値）。⼀般社団法⼈
くまむら⼭村活性化協会を設
⽴。

宿 泊 者 や 体 験 参 加 者 が 増
加。⽶⽣産者の⽣産意欲の
⾼まりとともに棚⽥景観保
全に寄与。棚⽥オーナー登
録件数30件（令和元年）。

⾼齢者の独居世帯や⼆⼈世帯
などからの買い物利⽤が移動
販売毎に約65件ある。

⼩学校廃校で住⺠が抱いた喪
失感を⼀掃させ、⾼齢者等の
⽣きがい創出に繋がって
いる。

連携

いなか たいけんこうりゅうかん うんえいいいんかい く ま む ら

熊本県
球磨村
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法⼈化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
⾃⽴

⼥性・若
者の活躍

資源管理

⽥舎の体験交流館さんがうら

＜活動の規模＞旧⼩学校区

＜組織形態＞⼀体型



取組のきっかけ

平成22年に閉校した⼩学校
の活⽤を⽬指し、平成23年
に「⽥舎の体験交流館さん
がうら運営委員会」を⽴ち
上げ。地域資源を活⽤した
体験プログラムを企画、実
施した。グループ・⼩規模
団体客をメインに誘客活動
を展開。

取組の成果・
今後の展望

村に息づく暮らしを⽣か
す観光振興により、観光
客数、宿泊者数ともに⼤
幅に増加し地域経済に⼤
きく寄与。

○地域資源調査、三ヶ浦全
集落で座談会を実施

○地域の将来を語り合い、
住⺠が主体的に取り組む
きっかけとなった

運営委員会へ三ヶ浦各地区班⻑
が加⼊し、体制を強化。平成26
年には⼦ども農⼭漁村交流の取
組を開始。地域資源の情報発信
システムを構築。体験交流プロ
グラムを企画・実施。

球磨村・球磨村棚⽥保存会と連
携し、⽇本の棚⽥百選「松⾕棚
⽥」オーナー制度を開始。
棚⽥の遊休農地対策を開始（そ
ば栽培）

球磨村と協働し、さんがうら施
設内に集落⽀援・⽣活⽀援のた
めのミニ店舗・交流スペースを
設置。移動販売時の出張店舗、
御⽤聞きサービスを開始。
併せて集落の課題解決のための
住⺠調査を開始。

地域のコミュニティの維持・
再⽣を⽬的とした総菜・弁当
の移動販売・宅配サービス・
⾼齢者の⾒守り活動を開始。
熊本県⽴⼤学とメニュー開発
を⾏った。

熊本県「絆の⾥づく
り」事業を活⽤。
東海⼤学との連携。

村内店舗と連携。
地元⾷材を使った健康⾷開
発と地産地消の取り組みを
促進。

⼭の⾷菜「ならがわ」、熊
本県⽴⼤学との連携。

平成30年度売上７０万円
令和元年度売上１４０万
円。
地元で働く場所の拡⼤・⼥
性の活躍に繋がっている。

平成25年売上400万円
→平成26年売上660万円
地域住⺠による体験講師など協
働の取組が進化。

組織・取組の発展プロセス（⽣活⽀援等の取組から農林漁業の振興の取組に活動を多⾓化）

平成24年 三ヶ浦地域絆
の⾥づくり計画を策定

平成25年 さんがうら運営
委員会の組織改⾰を実施

平成27年
棚⽥オーナー制度開始

平成30年
買物⽀援等開始

令和元年
取り組みの連携・拡⼤

基 本 情 報
組織名 ⽥舎の体験交流館さんがうら運営委員会 所 在 地 熊本県球磨郡球磨村⼤字三ヶ浦⼄６２９番地３ URL:http://www.sangaura.com/
連絡先 ０９６６－３２－０４４３ 視察の受⼊ 可能（電話で申し込み） 40

村内の棚⽥に活動が広
まりを⾒せた。そばを
活⽤した体験や「そば
カフェ」の定期開催に
よる交流⼈⼝が増加。


